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社会とともに

社会貢献

SERVING SOCIETY

グループCSR憲章

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自覚し、事業活動等を通じた社
会貢献、芸術・スポーツなどの文化の発展支援、地球環境保護への取り組みを、積極的かつ自主
的に行います。

グループ行動規範

「本業の繁栄」
（1）お客さまに喜んでいただける商品・サービスの提供により本来の事業の繁栄を常に目指し、
納税・雇用の創出により社会に貢献することを忘れません。
「社会への貢献」
「寄付」
（2）事業活動を通じて社会に貢献するのみならず、芸術・スポーツなどの文化の支援にも積極
的かつ自主的に取組み、豊かな社会の実現に貢献します。
（3）寄付を含む社会貢献活動を行う際は、税法・商法・政治資金規正法等の関係法令に従って定
められた社内ルールを遵守して、公明正大に行います。
「地域社会」

（4）地域社会との連帯と協調を図り、地域に根ざす企業として積極的かつ自主的な交流に努めます。

プログラミングを楽しみながら体験できるイベント・ワークショップを開催！

子どもたちの成長を
支援します！

楽し場研究所では、
「既存ゲームセンター以外
の新しい感動体験ができる場」を提供するため
に、企画立案から活動を行っています。
「セガラ
※

ボ 」も、
“ 小 学 校でプログラミング の授 業が
2020 年から始まるなか、なにか面白いことはできないか？”というとこ
ろから実験的にイベントがスタートし、現在、ショッピングセン
ターや小学校の公共施設などを中心に全国各地で活動を行い、
6,000 名以上の方々にご体験いただいています。セガラ

（株）
セガエンタテインメント
業態企画部 楽し場研究所

ボのプログラミング体験を通じ、
「もっと学びたい！」
「もっとやってみたい！」と“楽しさ”を感じても

原田 桂輔

ら え た ら 最 高 で す！そ し て、

（Harada, Keisuke）

がることに貢献できたらと考えています。
今後は、プログラミングだけでなくセガサミーグルー

次世代
教育支援

次世代の子どもたちへ支援を続けたいと
考えています。

ました。M-BOT
（エムボット）
や
ドローンを使った楽しい内容で、
好奇心いっぱいの子ども達は目
を輝かせて取り組みました。保護

プのコンテンツ・エンタメ力と学びを結び付け、世
の中にもっと面白く、楽しいイベントを発信し、

放 課 後キッズ
クラブ向けのプログラ

ミング体験でお世話になり

我々のご提供するイベント

を通じて、子どもたちがもつ無限の可能性が少しでも広

特定非営利
活動法人
Woodcraft
（ウッドクラフト）横浜市

者からは学校の授業に先駆けてのプロ
グラミング体験ということもあり、大変喜ばれました。今
後も刺激的で楽しいセガラボワークショップに期待しています。

森の台小学校 放課後
キッズクラブ

太田 由紀子

（Oota, Yukiko）

https://sega-lab.com/

「プログラミング教室」は子どもにとって「学び＆ワクワクドキドキ体験」
ができる最高のイベントです。可愛いM-BOTを操作しながら自然とプロ

SEGA LAB
セガ楽し場
研究所

グラミングとは何かを学び、目を輝かせながら自分のM-BOTと迷路で
立野小学校 放課後
キッズクラブ

内山 恒子

（Uchiyama, Tsuneko）
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悩んだり考えたり喜んだり、最後のサッカー対決では勝っても負けても盛
り上がり、みんなすごく良い顔をしていました。 私達職員も学ぶことが多
かったです。これからも子ども達のために「学び＆体験」ができるプログラムをドン
ドンお願いします。

元 Jリーガーの経験を活かし、
アスリートと街をつなぎ、元気にする

会社見学

MPandCでは、スポーツ
に よ る 街（ マ チ ）の 活 性 化、
アスリートのセカンドキャリ
ア創出、子どもたちへの「ほ
んもの感動体験」を目的とし
たアスリートと街をつなぐ
『アスマッチプロジェクト』
（株）MPandC

野田 恭平

（Noda, Kyohei）

をCSR 活動として行ってい

アニメ制作の説明を受ける海外からの留学生
（慶応義塾大学）

ます。香川真司選手や内村
航平選手といった日本を代表

トムス・エンタテインメントでは、企業研修で東京に来る地方の

する多くのアスリートの方々が本プロジェクトに参同くださり、

中学生や高校生ならびに留学中の外国人大学生を対象に会社見学

全国各地のイベントを一緒に盛り上げてくれています。

の受け入れを行っています（2019 年度は中野区の小学生も含め

また、MPandCでは、引退したアスリートがセカンドキャリア、

8 団体・計約 80 名が来訪）
。試写室でアニメ制作工程、実物の

現役アスリートがデュアルキャリアとして活躍しており、私自身

絵コンテ、原画などを見て

もＪリーガーとして東京ヴェルディなどでプレーしたアスリート

もらいますが、実際に使用

経験を活かし、ビジネスの舞台で日々挑戦を続けています。

された絵素材を手に取って

これからもスポーツの力で街を、そして日本を笑顔にしていき
たいと思います。

（株）
トムス・エンタテインメント
コーポレート本部 業務部

見ることが刺激的なようで、
次々と鋭い質問が飛んでき
て内心焦ることもあります。
また「○○（当社の作品名）
が大好きです」と言われる

前田 修平（Maeda, Shuhei）

ことも少なくありません。
今後もこの活動を通じて、
一般的にはあまり知られて
いないアニメ業界の理解の
一助になれれば、と考えて
います。

八重野 明子（Yaeno, Meiko）
勝治 公美子（Shoji, Kumiko）

社会支援
SEGASAMMY College×品川女子学院
共創プロジェクト

共創プロジェクトを通じ、感動体験を創造する楽しさや喜びを
体験していただくとともに、私たちもこのプロジェクトで得た
新たな視点や刺激を「社会をもっと元気にカラフルに。」する

SEGASAMMY College では、セガサミーグループ本社近

ための原動力にしていきたいと思います。

郊にキャンパスを構える品川女子学院とともに、セガが開発し
たプリクラ機「fiz（フィズ）」とタイアップし、
「夢のプリクラ」
の企画を行う共創プロジェクトを実施しました。
品川女子学院は、28 歳の自分を思い描き、それを実現する
ためには何が必要か、どう行動すべきかを模索しながら、理想
とする未来に向かっていくことを大切にしています。この教育
理念に、セガサミーのDNAである「創造は生命×積極進取」が
共鳴し、共創プロジェクトが始まりました。
クラス中に溢れる笑顔、チャイムの後も途絶えぬ質問の数々。
SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020
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社会支援
ヨコハマ・ヒューマン＆
テクノランド

スポーツダーツプロジェクト
ダーツライブは、誰一人取り
残さない世界の実現を目指し、

社会福祉法人 横浜市リハビリ

健康寿命を延ばせるスポーツと

テーション事業団が主催する福祉

してダーツを普及するプロジェ

の総合イベント 「ヨコハマ・

クトを開始しました。2019 年

ヒューマン＆テクノランド」
（愛

度は横浜市を中心に、小学校で

称：ヨッテク） は、福祉機器

は4回、老人福祉施設で6回、

の体験展示や最新技術の紹介、

ダーツイベントを実施しまし

障がい者の自立と社会参加の可

た。2020 年度はそこで培った

能性を広く市民に知っていただくため、

ノウハウをブラッシュアップさ

毎年、多くの障がい者をはじめ、支援者、家族、

せ、その実績を全国へ普及して

福祉機器メーカーなど、たくさんの方々が

いくために特設サイトをスター

参加しています。セガサミーグループで

ト。今後もスポーツとしてのダーツで新たな時代を創造してい

は、開催の趣旨に賛同し、景品の提供な

きたいと思います。

どで協力するとともに、本イベントを通
して、障がい者も健常者もともに生きる

スポーツダーツプロジェクト

社会の構築に向けて、一緒に考えていき

https://sportsdarts.jp/

ます。

NPOとの協働による
玩具の寄贈と玩具除菌活動

子どもの食の支援
グループの事業や施設利用を通して「子どもの成長を支えた

2009 年 度 より継 続し11回目

い」という思いから、サミーでは『ユニバーサルカーニバル×

を迎えたこの取り組みは特定非営

サミーフェスティバル2020』で配布する予定だったオリジナ

利法人日本 NPOセンターととも

ルパッケージの菓子「うまい棒」を子ども食堂へ寄贈しました

に非営利団体を選定し寄贈してい

（児童クラブを運営するNPO 法人や児童養護施設など26ヶ所、

ます。

計 57,000 本を寄贈）
。遊技機業界内でも子ども食堂への支援の

小児がんや小児の難病治療の

輪は広がっています。このほか、フェニックス・シーガイア・

家族の滞在支援をする認定 NPO

リゾートは、自社農園で採れた野菜を継続的に寄贈しています。

法人 ファミリーハウスさまへ、

子どもたちの笑顔のために役立つことは嬉しく、今後も食品に

病室のベッドで過ごすお子さんと
ご家族に笑顔と勇気をお届けす
るためにセガトイズの商品 100

限らず支援活動を
行っていきます。

ファミリーハウスさま
からの寄付報告書

点（2019 年度分）と不織布マスク500 枚をお届けしました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響で多くの
病院では面会制限が行われ、病気のお子さんとご家族にとって
これまで以上に「つながり」や「きずな」が感じられる支援が
必要になっています。
玩具を気持ちよくお使いになっていただけるよう、当社グルー

しながわ子ども食堂ネットワークの方へ
お菓子を寄贈する
セガサミーホールディングス広報部

プの社員が宿泊施設を訪問し、一般のボランティアの方々と
一緒に玩具やぬいぐるみの除菌作業を行っています。今後も
すべての子どもたちとその家族が笑顔になっていただける取り
組みを目指していきます。
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©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©Sammy

絵本を届ける運動

世界の子どもたちにワクチンを

セガサミーグループでは、紛争地域などに暮らす子どもた

セガサミーグループでは、大崎本社各階でのペットボトル

ちへのエンタテインメントを通じた貢献を目的として、公益

キャップの回収を通じ、を通じ、CO₂ 排出削減と世界の子ども

社団法人 シャンティ国際ボランティア会の「絵本を届ける運

へのワクチン接種普及に寄与しています。キャップは、専門業

動」に参加しています。オフィスや家にある不用品を回収

者によってリサイクルされることで焼却処分時のCO₂ 排出を抑

し、その売却金で日本の絵本を購入、現地語訳

えられるほか、業者への売却時に発生する収益を認定 NPO 法人

のシールを貼り、送付するまでの一連の活動

世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JVC）に寄付すること

を、グループ 17 社の社員で分担。2009

で、世界の子どもたちの健康維持に協力することができます。

年の活動開始から計 2,825 冊の絵本を

2019 年度は49,880 個の

現地へ送り出すことができました。エ

キャップ をリサイクルし、

ンタテインメントを通して、すべての

365.5kgのCO₂ 排 出を抑

子どもたちが夢を持って

制、65 人 分 のワクチン購

生きていくことができ

入額をJVCに寄付しました。

る世界が訪れるこ
とを願い、この
活動を続けて
いきます。

ペットボトルキャップ回収 BOX

回収時に発行されるリサイクル証明書例

スポーツ・芸 術・文 化 支 援
Dance Base Yokohama

パラ・ノルディックスキー日本チーム
セガサミーグループは、特定非営利活動法人 日本障害者
スキー連盟を母体とするパラ・ノルディックスキー日本チーム
を継続的に支援しています。
同連盟は、障がい者およびその関係者がクロスカントリース
キーやバイアスロンに親しみ、競技力の向上と同競技の振興と
普及を図ることを目的とする組織です。
「障がいのある方たち
に、クロスカントリースキーやバイアスロンの楽しさを知って
いただき、健康な体づくりを目指してほしい。パラリンピック
などを目指す障がいのある青少年に夢を与えたい」という思い

文化・芸術活動の発展に寄与し、豊かな社会の実現を目指し

で活動するチームの支援をこれからも続けます。

た活動を行う一般財団法人 セガサミー文化芸術財団では、新た
なパフォーミング アーツの拠 点「Dance Base Yokohama
（DaBY）
」を横浜・北仲エリアにオープンしました。ダンスを巡
る多くの人びとが垣根なく集える場＝プラットフォームとして、
DaBYを 拠 点 に日 本 で
生まれ育つ舞踊の振興・
普及および国内外の
アーティスト・組 織団
体との国際交流の促進
を行っていきます。
SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020
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スポーツ・芸 術・文 化 支 援
NPO 法人 日本障害者ゴルフ選手会

ジュニアスポーツフェスティバル

日本国内における障がい者ゴルフを取り巻く環境は、一般
社会への認知度の低さに加えて、障がい者への周知もまだ十分
とはいえず、障がい者が自由にゴルフを楽しめる機会や環境も
少ないのが現状です。すべての障がい者ゴルファーが、ゴルフ
に接する機会をより多く持ち、生涯スポーツとして楽しむこと
ができる活動も併せて進めていく必要があります。
セガサミーグループは、寄付や告知活動などを通じ、障がい
があっても生きがいを持って安心して楽しく過ごすことができる
セガサミーグループは、
「長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミー

社会づくりに貢献していきます。

カップゴルフトーナメント」の開催地である千歳市、近隣の恵庭
市、苫小牧市の小中学生を対象に、それぞれの競技のトップ
アスリートが直接指導を行うスポーツ教室「セガサミージュニア
スポーツフェスティバル」を開催しています。13回目の開催予定
であった2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため中止を余儀なくされましたが、今後もこのイベントが
子どもたちの成長に貢献できるよう、活動を継続していく予定
です。

TOKYO JAZZ FESTIVAL

セガサミーカップ学童軟式野球大会

セガサミーグループは、芸術・文化支援活動の一環として、
世界中から一流のジャズアーティストが一堂に会する国内最大級
のイベント『東京 JAZZ（2020 年からTOKYO JAZZ ＋plus）
』
への特別協賛を2002 年の第1回開催より継続しています。
「国
境を越えて、世代を超えて」をテーマに毎年開催、良質な都市
型音楽フェスティバルとして高い評価を得ています。2020 年
5 月 23・24 日 に て 予 定 さ れ て い たTOKYO JAZZ ＋ plus
2020は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためホー
ル公演等がすべて中止となりましたが、一般社団法人セガサ
ミー文化芸術財団では、いちはやく実演の機会を失ったアー

セガサミーグループは、東京都学童野球のレベルアップとい

ティストたちへの実演機会の提供と世界中の新型コロナウイル

う大会の目的に賛同し、
『セガサミーカップ学童軟式野球大会』

ス感染症と戦う人々への芸術に接する機会創出のためのイン

に特別協賛しています。2019 年、11 回目の開催となった

ターネット配信形式での無観客ライブ『TOKYO JAZZ +plus

大会には 16 チームが出場。八王子市のセガサミー野球場と滝

LIVE STREAM』 へ の 支 援 を 世 界 で 唯 一 表 明。2020 年5月

ガ原運動場野球場で、約 320 名の選手たちが熱戦を繰り広げ

23・24日配信され、12

ました。また開会式当日には、セガサミー野球部現役選手によ

万5,000 人 が 視

る野球教室や、セガサミー野球部監督・コーチによる指導者向

聴しました。

けの講習会など、野球教育のボトムアップの一助となるイベン
トも行われました。大会前に開催した講習会にはセガサミー野
球部のキャプテンの宮川選手、陶久選手、砂川選手の 3 名が参
加し、体験談を交えながら会場を沸かせました。累計参加者数

TOKYO JAZZ ＋plus
LIVE STREAM
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約 2,500 名を誇るこの大会が、子どもたちの夢を叶えるステー
ジになれるよう、今後も協賛活動を続けていきます。

U-18フリーキック選手権

サッカークリニックで指導にあたりました。柱谷氏が子どもた
ちと全力で向き合い、
「サッカーの楽しさ」
「考えてプレーする

MPandC では、毎年、子どもたちの夢を達成させる場所と

ことの大切さ」を伝えてくれたことで、会場は「ほんもの感動

して、ヴィッセル神戸監督 三浦淳寛氏および元国際審判員 西

体験」に目を輝かせな

村雄一氏による監修のもと、地域とともに CSR 活動の一環と

がら参加する子どもた

して『U-18 フリーキック選手権』を開催しています。「世界

ちの笑顔で溢れていま

で勝つために、日本をフリーキック大国に」をスローガンとし、

した。MPandC では、

中高生がフリーキックで勝敗を競う新たな大会で、日本のフ

このような活動を全国

リーキックレベル向上を目指しています。2019 年はサッカー

展開し、スポーツで日

元日本代表キャプテンである柱谷哲二氏も大会スペシャルアン

本中の人々を笑顔にし

バサダーとして参加し、フリーキック選手権の前に行うキッズ

ていきます。

地域活動
産業まつり
「佐倉モノづくりFesta2019」
（千葉県佐倉市）

児童養護施設訪問（東京都八王子市）
セガサミー野球
部は、拠点のある
八王子市内の児童
養護施設（3ヶ所）

セガ・ロジスティクスサービスでは、
『佐倉モノづくりFesta』
に地域貢献の一環として2012 年より毎年出展しています。
2019 年は「志津コミュニティ

を、2010 年 よ り

センター」の常設ブースに

毎年12 月に訪れ、

UFOキャッチャーを出展

クリスマスイベントとして、子どもたちと交流を図っています。

し2日間で約15,000 人が

2019 年は野球部員11名が訪問し、クリスマスプレゼントを

来場しました。今後も地

贈呈。ティーボールで体を動かしたり、たくさんの笑い声が溢

域社会の一員として活動し

れました。今後も地域との交流を図り、地域の方々に愛される

ていきます。

野球部を目指していきます。

ちびっこレース
（岐阜県各務原市）

地域学生の職業観醸成、マナー向上支援

（宮崎県宮崎市）

オアシスパークは、子育て支
援の一環として、春と秋の年 2

フェニックス・シーガ

回『ちびっこレース』を開催し

イア・リゾ ートで は、

ています。レースはお子さまの

地域の中学、高校、大

成長に合わせて、はいはいレー

学に協力し、学生の職

ス
（未歩行の赤ちゃん）
・かたかた

業 観 の 早 期 醸 成、 マ

レース
（2 歳未満）
・ぶーぶーレース
（2 歳）
・三輪車レース
（3 歳か
ら5歳）
に分かれています。一生に一度のチャンスとあって、毎回
たくさんのお子さまに参加いただいています。3世代での参加も

ナー向上のために社会
体験研修や講話、見学会などを実施しています。
マナー講座（出前授業）では、社会体験前の事前講習や進学・

多く、写真を撮って懸命に応援するほほえましい姿が見られます。

就職を目指す学生の面接指導などを行い、見学会では、福祉科

また、育児を頑張っている親御さん同士の交流の場にもなってお

の高校生へバリアフリールームの見学や相手に与える印象を

り、
「良い刺激になる」と好評をいただいています。これからも、

ワンポイントマナー講座でお話ししています。

「思い出づくりのお手伝い」を通して子育て支援をしていきます。
施設はこちらから

https://www.oasispark.co.jp/

今後も、お客さまの快適な時間を創造するフェニックス・
シーガイア・リゾートだからこそ伝え、提供できる支援をし、
地域の成長発展に貢献していきます。
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